
　　特に他社製品は連絡の遅れ等があり「予約可」でもご希望に添えない場合もございます。

　　高額商品の為ご予約後のキャンセルはお受けできかねますのでご注意ください。

　　商品入荷のご連絡後、２週間以内のお引き取りをお願いいたします。長期間のお客様は次回からの予約をご遠慮していただきます。

　　

☆国鉄４８５系特急電車 完成品（２３年６月頃）

予約可 クハ４８１-１～２８（ボンネット） ¥118,800 （税込）

予約満了 サロ４８１-４０～５１（初期型） ¥70,400 （税込）

予約可 クハ４８１-１０２～１２６（ボンネット） ¥118,800 （税込）

予約可 モハ４８４-１～４３（初期型・Ｍ） ¥92,400 （税込）

予約可 モハ４８５-１～９６（初期型） ¥68,200 （税込）

予約可 サシ４８１-１５～２９（初期型） ¥77,000 （税込）

予約可 モハ４８４-２０１～３４５（Ｍ） ¥92,400 （税込）

予約可 モハ４８５-９７～２５５ ¥68,200 （税込）

予約可・直営限定品 クハ４８１-１～１８（ボンネット・赤スカート） ¥118,800 （税込）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_485kei-2022.html
☆北近畿タンゴ鉄道KTR001形気動車＜タンゴエクスプローラー＞（２３年秋頃）

予約可 ３両編成セット：完成品 - （税込）

予約可・直営限定品 ３両編成セット：キット - （税込）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_tango001.html
☆国鉄１６５系 新製冷房車 完成品（６～７月頃）

予約可 ３両編成セット(クモハ165-126～138＋モハ164-849～861＋クハ165-191～203) ¥286,000 （税込）

予約可 サロ１６５-１３０～１３４(帯付き) ¥77,000 （税込）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_165kei-shinrei.html
☆国鉄１６５系 冷房改造車 完成品（６～７月頃）

予約可 クモハ１６５-５６～１１０ ¥94,600 （税込）

予約可 モハ１６４-１～６８（Ｍ） ¥85,800 （税込）

予約可 モハ１６４-８０１～８３５（Ｍ） ¥90,200 （税込）

予約可 サロ１６５-３０～９３　※新製冷房車 ¥77,000 （税込）

予約可 サハシ１６５-１～１２ ¥74,800 （税込）

予約可 クハ１６５-４６～１４３ ¥94,600 （税込）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_165kei-shinrei.html
☆横浜市交通局１０００形 ２次車（２３年７～８月頃）

予約可 ３両編成セット：完成品 ¥297,000 （税込）

予約可・直営限定品 ５両編成セット：完成品 ¥462,000 （税込）

予約可・直営限定品 ５両編成セット：キット 残1 ¥242,000 （税込）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_yokohamashi1000.html
☆東急旧６０００形 Ｃ編成 車体更新後 前照灯１灯（２３年８月頃）

予約可 ４両編成セット：完成品 ¥396,000 （税込・予価）

予約満了・直営限定品 ４両編成セット：キット ¥176,000 （税込・予価）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_tokyu6000-old.html
☆東武５００系 リバティ 完成品（２３年５月頃）

予約可 ３両編成セット ¥385,000 （税込）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/shitetsutopics_tobu500-liberty.html
☆Ｅ３系２０００番台 つばさ 完成品（２３年春～夏頃）

予約可 基本４両セット - （税込）

予約可 中間３両セット - （税込）

☆ＥＦ８０-１～３０ ヒサシ付　キット（２３年７～８月頃）

予約可 トータルキット - （税込）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_ef80-kit.html
☆国鉄/ＪＲ北海道キハ１８３系５００番台　新特急色　完成品（２３年８～９月頃）

予約可 キハ１８３-５００ ¥107,800 （税込・予価）

予約可 キハ１８２-５００（Ｔ） ¥82,500 （税込・予価）

予約可 キハ１８２-５００（Ｍ） ¥93,500 （税込・予価）

予約可 キロ１８２-５００ ¥93,500 （税込・予価）

予約可 キハ１８４-０ ¥88,000 （税込・予価）

予約可 キハ１８３-１５００ ¥107,800 （税込・予価）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_kiha183-500.html
☆ＪＲ東海３１３系１次車（２３年９～１０月頃）

予約可 ３０００番台　２両編成セット：完成品 ¥220,000 （税込・予価）

予約可 ８０００番台　３両編成セット：完成品 ¥330,000 （税込・予価）

※21/4/1より税込価格でのご案内となりました。（変更漏れの場合はご容赦ください。）　　　　　　　　　　　　2023/5/20　11：00現在

≪池袋店 カツミ製１６番製品 ご予約状況≫　※発売時期は変更される場合があります。
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予約可・直営限定品 ３０００番台　２両編成セット：キット ¥110,000 （税込・予価）

詳しくは→ http://www.ktm-models.co.jp/newtopics_313kei3000-8000.html
☆２０２３～２４年 今後の予定品

下記の商品は、「詳細未定」です。決まり次第、店頭・HP等でご案内いたします。

・国鉄２４系２５形客車　銀帯

・ＥＦ８０-１～３０ ヒサシ付　完成品

・営団・東京メトロ６０００系 １次量産車・冷房改造後

・ＪＲ東日本７１９系０番台

・小田急２６００形 冷房改造車

・Ｎ７００Ｓ新幹線

エンドウ・ブラスモデル　

JR北海道 キハ１８３系「クリスタルエクスプレス」（７月頃）

予約可 DS0521 キハ１８３系「クリスタルエクスプレス」　４両セット 残1 ¥638,000 （税込）

詳しくは→ http://www.mr-endo.com/item/item-2094/

JR東海 ２１１系５０００番台（５月頃）

予約可 ES5241　２１１系５０００番台 Ｃ-ＰＳ２７　３両セット 残1 ¥308,000 （税込）

詳しくは→ http://www.mr-endo.com/item/item-2065/

ＥＦ８１-５００番台　ＪＲ貨物色（７月頃）

予約可 L821　ＥＦ８１-５００番台　ＪＲ貨物色 残1 ¥151,800 （税込）

エンドウ・プラスチックモデル　

小田急３０００形　ＳＥ車/ＳＳＥ（夏～秋頃）

予約可 EI0081　小田急３０００形ＳＥ車　８両セット 残1 - （税込・予価）

予約可 EI0091　小田急３０００形ＳＳＥ　５両セット - （税込・予価）

詳しくは→ http://www.mr-endo.com/item/item-2380/

天賞堂・プラスチックモデル　

塗装済み完成品 小田急７０００形ロマンスカー ＬＳＥ

予約可 ５５０６０　小田急７０００形ロマンスカー ＬＳＥ　原型タイプ　　　　１１両セット - （税込・予価）

予約可 ５５０６１　小田急７０００形ロマンスカー ＬＳＥ　更新車　　　　　　１１両セット 残1 - （税込・予価）

予約可 ５５０６２　小田急７０００形ロマンスカー ＬＳＥ　復活塗装晩年　 １１両セット - （税込・予価）

詳しくは→ https://models-store.tenshodo.co.jp/blogs/release/odakyu7000lse_p

ディスプレイ用塗装済み完成品 T-Evolutionシリーズ第4弾 東武鉄道6050系 

予約可 65014東武鉄道6050系 標準色 パンタグラフ1基編成 2両セット ¥14,850 （税込・予価）

予約可 65015東武鉄道6050系 標準色 パンタグラフ2基編成 2両セット ¥14,850 （税込・予価）

予約可 65016東武鉄道6050系 6000系リバイバルカラー 6162Fタイプ（パンタグラフ1基） 2両セット ¥14,850 （税込・予価）

予約可 65017東武鉄道6050系 6000系リバイバルカラー 6179Fタイプ（パンタグラフ2基） 2両セット ¥14,850 （税込・予価）

予約可 05003【新発売予定】コアレスパワートラック 27.5P(Φ10.5プレート車輪) ¥3,850 （税込・予価）

予約可 69005【新発売予定】T-Evolution対応 PT48形 下枠交差式パンタグラフ（2個セット） - （税込・予価）

予約可 69008	【新発売予定】密着連結器　グレー - （税込・予価）

予約可 69009	【新発売予定】密着連結器（電気連結器付）　グレー - （税込・予価）

予約可 69010	【新発売予定】東武鉄道6050系用 種別・方向幕シールセット - （税込・予価）

詳しくは→ https://models-store.tenshodo.co.jp/blogs/release/tevo_04

U-TRAINS・ブラスモデル

キハ５５/２６ ・キロ２５（前照灯１灯・本州型タブレットキャッチャー・客窓保護網付）

予約可 キハ５５-１００　急行色A　（Ｍ・両軸）　貫通幌/ジャンパーホース - （税込・予価）

予約可 キハ５５-１００　急行色B　（Ｔ）Ｍ準     ジャンパー栓 残1 - （税込・予価）

予約可 キハ２６-１００　急行色A　（Ｍ・片軸）　貫通幌/ジャンパーホース 残1 - （税込・予価）

予約可 キロ２５（６～１５）急行色　（Ｍ・片軸）  貫通幌/ジャンパーホース 残1 - （税込・予価）

詳しくは→ http://u-trains.com/technology/kiha55

キハ３５系国鉄時代・一般色・原型1灯前照灯仕様

予約可 キハ３０形（１～１００）トイレ無両運車 残1 - （税込・予価）

キハ３５系５００番台　寒冷地仕様

予約可・ｶﾂﾐ＆Uﾄﾚ限定品 キハ３５形５００番台（５０１～５１２）トイレ付片運車　ジャンパ栓ホース有タイプ 残1 - （税込・予価）

予約可・ｶﾂﾐ＆Uﾄﾚ限定品 キハ３０形５００番台（５０１～５０６）トイレ無両運車　ジャンパ栓ホース有タイプ 残1 - （税込・予価）

詳しくは→ http://u-trains.com/technology/kiha35

東武鉄道３５０系

予約可 ３５１編成　特急「きりふり」　東武日光　妻面帯無　無線アンテナL型 残1 ¥473,000 （税込・予価）

　　※ＫＡＴＯ・ＴＯＭＩＸの注文済みの商品につきましては、別途お問合せ下さい。

　　「他社製品」につきましては、池袋店にて注文済みの商品のみを掲載しております。掲載されていない新製品につきましては、

≪池袋店 他社１６番製品 ご予約受付可能商品≫　諸般の事情により発売延期・中止もあります。

　　別途お問合せ下さい。予約状況確認の上ご連絡致しますので、予約不可の場合もございます。
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予約可 ３５２編成　特急「しもつけ」　東武宇都宮　妻面帯無　無線アンテナL型 残1 ¥473,000 （税込・予価）

詳しくは→ http://u-trains.com/technology/tobu350

http://u-trains.com/technology/tobu350

